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会長 那須 範満 

 

皆さん こんばんは。 

 

本日のお客様は西宮ロータリークラブの松田 

 隆様です。どうかごゆっくりおくつろぎくださ 

い。 

今、医療の現場では医療の進歩とコストの問 

題が話題となっています。 

2015年 12月、抗がん薬の一つである免疫チ

ェックポイント阻害薬のニボルマブ（商品名：

オプジーボ）が手術不能の進行、再発肺がんへ

保険適応となりました。 

ニボルマブは１回当たり 130万円。2週間隔

で投与すると年間約 3,500万円に上ります。そ

の対象となる人が 5万人程度とすると、その合

計は 1兆 7,500億円です。 

現在の日本の医療費が約 40兆円。薬剤費は

約 10兆円です。これはあくまで「一患者に対

する一つの薬」です。 

いかに高額な薬かおわかりいただけると思 

います。 

これから他のがんに保険適応が拡大されたり、新し

い薬が開発されるとますます医療費は膨らんでき

ます。ある人は国そのものが破綻すると、警鐘を鳴

らしています。 

人の命に値段はつけられませんが、コストの問題

も無視できません。医療の現場だけでは解決は困難

です。 

国民的な議論が必要ではないでしょうか。 

 

 

 

卓話   

「近代のドイツ」 

中村 敏治 会員 

１４５０・・グーテンベルクによる活版印刷の発明 

１５２１ マルチェン・ルターの宗教改革 

１８４８ 初のドイツ議会 

１８６１・・電話の発明 

１８７１ ドイツ帝国の成立 

１８８２・・コッホによる結核菌の発見 

１８８５・・自動車の発明 

１８８７・・レコードの発明 

１８９５・・レントゲンによる X線の発見 
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  R.I.会長テーマ 

   “世界へのプレゼントになろう” 

      会長 K.R.ラビンドラン 

 

●創 立 平成 5年 4月 10日 

●例 会 毎週水曜日（19：00〜20：00）  ●例会場 宝塚ホテル 

●事務所 〒665-0004宝塚市梅野町 1-46（宝塚ホテル４０５号室） 

●電 話 0797-87-1151 直通 83-1110 FAX83-1110 

●会 長 那須範満  ●幹事 川添裕照  ●会報委員長 大西利哉 

会会長長のの時時間間  
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１９０５・・アインシュタインの相対性理論 

１９１４ 第一次世界大戦開戦 

１９１８ 第一次世界大戦終戦 

１９３０・・テレビの発明 

１９３３ ヒトラー政権の成立 

１９３６ ベルリンオリンピック 

１９３３ ナチの全権委任法 

１９３８・・核分裂の発見 

１９３８ オーストリア併合 

１９３９ 第二次世界大戦開戦 

１９４０ 日独伊三国同盟 

１９４１ 日本真珠湾攻撃 日米開戦 

１９４４ ノルマンディー上陸作戦 

１９４５ 第二次世界大戦 ドイツ敗戦  

ポツダム会議 

     広島、長崎に原爆投下 日本無条件降伏 

１９４８ ベルリン封鎖 空の架け橋  

ベルリン空輸 

１９４９ ドイツ連邦共和国の建国（西ドイツ） 

     ドイツ民主共和国の建国（東ドイツ） 

１９５３ 東ドイツでの民衆の蜂起 

１９６１ ベルリンの壁構築 

１９７３ ワルシャワでひざまずくブラント首相 

１９８９ ベルリンの壁崩壊 

１９９０ ドイツの統一 

１９９９ 連邦議会  

ベルリンの旧帝国議会議事堂へ移転 

 

 

 

 

○野木 久子 君 

 今宵、“如月の望月”です。西行が詠んだ歌を思 

い出します。 

「願わくば 花の下（もと）にて春死なむ その

如月の望月のころ」 

桜を愛でて月を楽しんでください。先週の卓話「出 

雲への誘（いざな）い」6月に出雲ワインを楽しみ 

ましょう 

 

 

□本日のソング 

「四つのテスト」       

野木 久子 会員 

□お客様 

松田 隆様 （西宮ロータリークラブ） 

 

□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 34 2 32 26  81.25 

前々回 

3/9 
34 2 32 24  75.00 

 

□幹事報告 

今後の主な行事 

① 4月2日（土）ＩＭ（三田ホテル） 

13：30受付 14：00開会 17名の出席予定 

② 4月3日（日）宝塚中親睦ゴルフコンペ 

③ 4月16日（土）「高齢社会について考える」 

（宝塚商工会議所）14：00～16：00まで 

その後、懇親会「中庭」会費5,500円（当日） 

④ 5月15日（日）宝塚３ＲＣ親睦ゴルフコンペ（ 

⑤ 6月11～12日「出雲大社とたたらの里」 

１泊２日親睦バス旅行 

 

*************************************** 

前例会（1088回）の卓話原稿 

 

「出雲大社と大黒主神」 

鈴鹿 千代乃 先生 

 

島根県出雲市の出雲大社は、日本最大の木造神社

建築。祭神は大黒主神。通称ダイコク様。 

大黒主神は、偉大な国の主として、日本の国を開

拓した神です。農耕を教え、薬を発見し、温泉を湧

出させ、人々を病気方救った神様です。 

因幡の白兎の話は、皮を剥がれた兎に正しい治療

を施して救ったというもので、この神が、医薬の神

週週間間報報告告  

ニニココニニココ箱箱  
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であったことをよく伝えています。 

日本各地の温泉にも、この神がまつられています。 

大黒主神の「国」は広大で、日本の中部山岳地帯

から南九州に及んでいたと考えられます。その広大

な「国」を大黒主神はいともあっさりと、天上昇の

天照大御神に献上します。 

これが「国譲り」です。そして自分は、西北の隅

の出雲にひきこもり、壮大な神殿の中に鎮ったので

す。これが出雲大社です。 

その直後、もうひとつの大社「伊勢神宮」が創建

され、天照大御神がまつられることになるのです。 

平和の精神で、国譲りを完遂し、今も人々の篤い

崇敬を受ける大黒主神こそ、日本の基盤を作った神

といえましょう。 

*************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページ 

http://www.tknakarc.com 

事務所 ＦＡＸ番号   0797-83-1110 

事務所 Ｅ－メール  tknaka@tknakarc.com 

 一口コラム 

 東芝は、学習型の酒飲みすぎ防止機器

「TISPY（ティスピー）」の一般発売を目

指し、予約販売を企画・開始しました。 

「TISPY」は、呼気アルコール濃度の測

定データを蓄積し、過度の飲酒となる程

度を個人差を含めて学習、ユーザーの飲

み過ぎを防ぐため、目安を示して節度あ

る飲み方を促す IoT機器です。 

ユーザーが「TISPY」に息を吹きかけれ

ば、呼気中のアルコール濃度を測定し、

データ蓄積を開始。飲み過ぎによる二日

酔いなどを起こさないように、本体搭載

の有機 ELディスプレイや LED、ブザーな

どを通じ、アドバイスを発信するそうで

す。 

飲む機会が多い人の健康維持に最適で

すね。 
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